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アルルカンシャンデリア 8灯 
アメジスト＆シャルトルーズ 

Reference no.: 79203991 
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アルルカンシャンデリア 8灯 

アメジスト＆シャルトルーズ 

 

 
※写真は実物と異なる場合がございます。 

電灯数： 8 

直径： 80ｃｍ 

高さ： 85ｃｍ 

重さ： 18Kg 

※許容荷重 50ｋｇ以上の吊り下げ方法を利用してください。 
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アルルカンシャンデリア 8灯 

アメジスト＆シャルトルーズ 
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シャンデリア ８灯 金属支柱構造 
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部品リスト アルルカンシャンデリア 8灯 アメジスト＆シャルトルーズ 

 

番号 参照番号 数 詳細 写真 

1 81000516 1 

ボウル 直径 150㎜ 

No.1876参照 

フランネルグレイ 

ペンダント付 

 

2 80200525 2 

ブラスター 220㎜ 

No.20A参照 

シャルトルーズ 

 

3 80500330 1 

センターボール 

No.30 参照 

パープル 

 

4 81001924 1 

ボウル 直径 300㎜ 

アメジスト 

ラージダイアモンドカット 

 

5 81000516 1 

ボウル 直径 150㎜ 

No.1876 参照 

フランネルグレイ 

フック付 
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部品リスト アルルカンシャンデリア 8灯 アメジスト＆シャルトルーズ 

 

番号 参照番号 数 詳細 写真 

6 80400925 1 

シャンデリアボール 

直径 90㎜ 

シャルトルーズ 

 

7 80601016 8 

アーム 300 ㎜ 

No.5参照 

フランネルグレイ 

 

8 80300416 8 

カップ 90 ㎜ 

No.2004参照 

ペンダント数：11 

 

9 GL0013LUS 124 

ペンダント 

クリア オクタゴンプリズム 

ライラック 

85 ㎜  

10 FB0010LUS 8 イミテーションキャンドル 

 

11 LP0021LUS 8 

電球 

白熱シャンデリア球 25W×8個 

もしくは 

（LEDシャンデリア球 3W×8個） 
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部品リスト アルルカンシャンデリア 8灯 アメジスト＆シャルトルーズ 

 

番号 参照番号 数 詳細 写真 

20  1 

シャックル 

吊り元：８mmボルト 

隙間２０㎜ 

 

21  1 シャックル締め付けネジ 

 

22  1 シャンデリアシャフト 710㎜ 

 

23  1 シャフトカバーチューブ 570 ㎜ 

 

24  4 
M17x150 ナット 

厚さ 10 
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部品リスト アルルカンシャンデリア 8灯 アメジスト＆シャルトルーズ 

 

番号 参照番号 数 詳細 写真 

25  1 
プレート 直径 250㎜ 

8穴 

 

26  1 カバー 直径 250 ㎜ 

 

27  1 シャフトカバーチューブ 70 ㎜ 

 

28  4 プラスチックワッシャー 

 

29   メインケーブルとコネクター 
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組立説明 アルルカンシャンデリア 8灯 アメジスト＆シャルトルーズ 

※取付設置前の確認 

天井等の取り付け位置に取付桟や補強があることをご確認ください。 

天井側のフックは、本体の重さの 2.5倍に耐えられるものをご使用して下さい。 

 

Step 1 

箱を開け、部品が全て揃っているか部品リストを見ながら確認してください。 

 

Step 2 

プレート(25)がシャフト(22)とナット(24)で固定されていることを確認してください。 

 

Step 3 

シャックル(20)を取り外す為、シャックル締め付けネジ(21)を外します。 

 

Step 4 

プラスチックワッシャー（28）をシャフト(22)から外します。 

 

Step 5 

ふくらみを上に向けたバラスター(2)、プラスチックワッシャー（28）、センターボール（3）、及び、別のプラスチック

ワッシャー（28）、ふくらみを下に向けたバラスター(2)をスライドします。 

 

Step 6 

別のプラスチックワッシャー(28)とボウル(1)をスライドします。 

 

Step 7 

シャックル(20)を固定し、安全の為にシャックル締め付けネジ(21）で固定します。 

 

Step 8 

メインケーブル(29）をプレート(25)の真下に到達するまで、シャフト(22)に通します。 

Step 9 

シャンデリアを天井に取り付けます。メインワイヤーの電源が切れていること、及び、シャンデリアからのワイヤー

が MPM BM2315型のコネクターを使用し、接続されていることを確認してください。 

 

Step 10 

アーム(7)をプレート(25)に設置します。ピンの位置に十分注意してください。 

 

Step 11 

メインケーブル(29）を接続します。アースワイヤーは、プレート(25)にある突起に接続します。 

 

Step 12 

電球（11）をアーム(7)に取り付けます。 

電源を入れ、電球が正しく接続されているかを確認します。※点滅等が起きていないかを確認ください。 

電源を落とします。 
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組立説明 アルルカンシャンデリア 8灯 アメジスト＆シャルトルーズ 

 

 

Step 13 

カバー(26)を合わせ、シャフト(22)にナット(25)を固定します。 

 

Step 14 

チューブ（27）をシャフト(22)にスライドします。 

 

Step 15 

ボウル(4)、プラスチックワッシャー(28)、ボウル(5)をスライドします。 

 

Step 16 

ナット(24)を固定します。 

 

Step 17 

シャンデリアボール(6)をシャフト(22)に固定します。 

 

Step 18 

ボウル(5)にペンダント(9)を取り付けます。 

 

Step 19 

電球（11）を外します。 

ペンダント(9)付きカップ(8)をアーム(7)に取り付けます。 

 

Step 20 

イミテーションキャンドル(10)と電球（11）をアーム(7)に取り付けます。 

 

Step 20 

本体に接続します。
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電気情報 

 

 

絶縁     クラス Ⅰ (アース端子に接続) 

 

通常電圧   100V 

 

最大電力   白熱シャンデリア球 25W× 8個 200W （LEDシャンデリア球× 8個 24W） 

 

最大電流   1A  

 

電球数    8 

 

電球最大電流   25W  

 

メインケーブル   3 x 1.5 mm2 銅線  (フェーズ、ニュートラル、アース) 

 

上流の漏電防止のため、6 Aの磁気熱回路ブレーカーを使用してください。 

 

注意事項: 電球の取り換えやその他の作業前は、必ず電源が切ってください。 
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La sécurité de l’appareil n’est garantie que si les 

présentes instructions sont rigoureusement suivies.  Il faut 

donc les conserver.  

La sicurezza elettrica di questo apparecchio è garantita 

con l’uso appropriato di queste istruzioni. Pertanto è 

necessario conservarle.   

This  equipement  is  garanteed  only  when  used  as 

indicated in these instructions.  Therefore they should be 

kept for future reference.  

Die Sicherheit  der  Leuchte  wird nur bei sachgerechten 

Gebrauch gemäß Anweisungen gewärhleistet. Bitte 

bewahren Sie diese sorgfältig auf.   

La seguridad del aparato està garantizada solo con el uso 

apropriado de las instrucciones. Por lo tanto es necesario 

conservarlas.  

機器の安全は、当説明書の指示に従わない限り保証されません。そ

のために、当説明書を大切に保管してください。 

     ال ٌتّى ضًاٌ ساليت انجٓاص إاّل عُذ احتشاو ْزِ انتعهًٍاث  

. ٌجب إرا انًحافظت عهٍٓا.      حشفٍا

 

L’installation et la mise en service doivent 

obligatoirement être effectuées par du personnel 

qualifié. 

Montaggio ed avviamento devono essere eseguiti solo 

da personale specializzato o autorizzato. 

Installation and commissioning may only be carried out 

by qualified and authorized personnel. 

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von 

autorisiertem Fachpersonal durcheführt werden. 

El montaje y la puesta en marcha debe ser realizado 

por personal cualificado y autorizado. 

設置ならびに作動に関する作業は、 

専門の業者によって行ってください。 

.       ٌجب أٌ ٌمٕو أشخاص يؤْهٌٕ بعًهٍت انتشكٍب ٔانتشغٍم

 

Couper le courant électrique avant de procéder à toute 

opération de raccordement ou de maintenance. 

Togliere  la  tensione di rete  prima  di  effettuare  

qualsiasi  tipo  di  cablaggio o manutenzione. 

Switch-off the mains power supply before carrying out any 

connexion or maintenance operations. 

Die Netzspannung entfernen, bevor  jede  Art  von 

Verkabelung or Instandhaltung vorgenommen wird. 

Desconectar  la tensión de red antes de cualquier 

operación de cablaje o mantenimiento sobre el aparato. 

接続やメンテナンスを行う際には、 

あらかじめ電流を切ってください。 

.       ٌجب لطع انتٍاس انكٓشبائً لبم انمٍاو بأٌت عًهٍت ٔطم أٔ طٍاَت

 

 

RECOMMANDATIONS 

• Respecter la compatibilité de l’accessoire au luminaire. 

• Saint-Louis décline toute responsabilité pour les produits 

modifiés sans autorisation préalable. 

RACCOMANDAZIONI 

• Rispettare la compatibilita degli accessori con 

l’apparecchio. 

• Saint-Louis non si assume alcuna responsabilità per 

prodotti modificati senza preventiva autorizzazione. 

RECOMMENDATIONS 

• Make sure that the accessory is compatible with the 

luminaire. 

• Saint-Louis will not shoulder any responsabilities for 

products modified without prior authorization. 

EMPFEHLUNGEN 

• Es ist auf Kompatibilität von Leuchten und Zubehör zu 

achten. 

• Saint-Louis übernimmt keine Verantwortung für 

Produkte, die ohne Vorgenehmigung geändert wären. 

RECOMENDACIONES 

• Respetar la compatibilidad del accesorio o lámpara. 

• Saint-Louis no se asume ninguna responsabilidad ante 

productos modificados sin autorización. 

留意点 

• 付属品と照明器具の互換性を遵守してください。 

• サン=ルイ社は、事前の許可なく改造された製品に関しては、い

かなる責任も負いません。 

انتٕطٍاث 

. احتشاو تٕافك اإلكسسٕاس يع انًشعم• 

 • ٌّ .  غٍش يسؤٔل عٍ انًُتجاث انًعّذنت دٌٔ تشخٍض يسبكLouis-Saintإ

 

 

 

Appareil d’éclairage intérieur 

Apparecchio di illuminazione per interni 

Indoor light fitting 

Beleuchtungsgerät für Innenraüme 

Aparato de iluminación para interior 

室内照明機器 

                                                          جٓاص اضاءة داخهٍت

 

Montage plafond suspendu 

Montaggio soffitto sospeso 

Fixation ceiling suspended 

Bevestiging plafond gependeld 

Montaje techo suspendido 

サスペンションタイプ 

 تشكٍب يعّهك
 

Luminaire de classe I : la protection 

contre les chocs électriques est garantie 

par une mise à la terre.  

Apparecchio in Classe I: la protezione 

contro la scossa elettrica è garantita dalla 

messa a terra.  

Class I appliances: protection against 

electrical shock is guaranteed by the 

earth connection  

Gerät der Schutzklasse I: der Schutz vor 

Stromschlag ist durch die Erdung 

gewährleistet.  

Aparato de Clase I: provisto de medios de 

puesta a tierra para la protección contra 

las descargas eléctricas. 

照明機器クラスⅠ :  感電防止は、アースによって保

証されています。 

: I     جٓاص اضاءة يٍ انظُف 

ٌّ انحًاٌت ضّذ انظذياث انكٓشبائٍت يضًَٕت عبش خّط أسضً .      إ

 

 

Selon la réglementation 2002/96/CE, le 

produit en fin de vie doit être éliminé 

séparément des déchets urbains. Remettre 

le luminaire à un centre approprié de tri 

sélectif ou bien le rapporter au revendeur.  

In accordo alla normativa 2002/96/CE il 

prodotto alla fine della propria vita deve 

essere smaltito separatamente dai rifiuti 

urbani. Consegnare l’apparecchio ai centri 

idonei di raccolta differenziata o 

riconsegnarlo al rivenditore.  

In accordance with standard 2002/96/CE, at 

the end of its working life the product should 

be disposed of separately from urban waste. 

Take the appliance to appropriate waste 

collection centres or return it to the retailer.  

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 

2002/96/EG muss das Gerät am Ende seiner 

Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt 

entsorgt werden. Das Gerät zu diesem 

Zweck bei einem Sammelpunkt für das 

Recycling von elektrischen und 

elektronischen Geräten oder beim Händler 

abgeben.  

De conformidad con la normativa 

2002/96/CE, al final de su vida útil el 

producto debe ser eliminado por separado 

de los residuos urbanos. Llevar el aparato a 

un centro de recogida diferenciada o 

entregárselo al revendedor. 

2002/96/CE規定により、寿命に達した製品は、普通ゴ

ミと区別して処理してください。 選別ゴミとして処

理、もしくはリサイクル販売業者に委託してくださ

い。 

، ٌجب انتخّهض يٍ CE/2002/96ٔفما نهمإٌَ انتُظًًٍ 

.  انًُتج عُذ اَتٓاء يّذة استعًانّ بًعضل عٍ انُفاٌاث انًُضنٍت

ٌجب تسهٍى جٓاص االضاءة إنى يشكض نفشص انُفاٌاث أٔ اعادتّ إنى 

. انبائع
 

 

Le luminaire sert uniquement à l’éclairage et doit être installé 

conformément aux prescriptions nationales en matière 

d’installation. Toute autre utilisation ou installation est 

considérée comme « non conforme ».  

L’apparecchio serve soltanto all’ illuminazione e deve essere 

installato conformemente alle prescrizioni nazionali in 

materia di installazione. Qualsiasi altro utilizzo o installazione 

sono considerati come  « non conformi ». 

The luminaire is used exclusively for lighting and is to be 

installed in accordance with the national installation 

regulations. Any other use or installation is regarded as « not 

according to instructions ».  

Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist 

entsprechend den nationalen Einrichtungsbestimmungen zu 

installieren. Irgendwelche andere Nutzung oder Einrichtung 

wird als « nicht konform » betrachtet. 

El aparato sirve solamente a la iluminación y debe ser 

instalado de acuerdo con las condiciones nacionales en 

materia de instalación. Cualquier otra utilización o 

instalación esta considerada por  « no conforme ». 

照明器具は、照明を目的とした製品です。設置に際しては、使用国の

規定を遵守してください。 その他の使用や設置は、いずれも「不適

合」とみなされます。 

     ٌُستعًم ْزا انًشعم نإلضاءة فمط ٌٔجب تشكٍبّ ٔفما نهٕائح انٕطٍُت انًتعهمت   

Sous réserve de modifications au niveau de la 

conception, des spécifications techniques et de la notice. 

Sotto riserva di modifica per quanto riguarda la 

concezione, le specifiche tecniche e la nota informativa. 

Alterations in design, technical specifications and 

manuals reserved.  

Änderungen von Entwurf, technischen Daten und 

Bedienungsanleitungen bleiben vorbehalten. 

El fabricante se reserva el derecho de realizar 

modificaciones en el diseño, las especificaciones técnicas 

y el folleto. 

Tous les luminaires Saint-Louis rentrent 

dans le champ d’application des 

réglementations européennes et portent le 

marquage CE.  

Tutti i apparecchi Saint-Louis rientrano 

nell’ambito di applicazione delle normative 

europee e recano la marcatura CE.  

All Saint-Louis luminaires comply with 

European regulations and carry the EC 

trademark. 

Alle leuchter von Saint-Louis fallen unter die 

maßgeblichen europäischen Richtlinien und 

sind mit der CE-Markierung gekennzeichnet. 

Todos los aparatos Saint-Louis pertenecen 

al ámbito de aplicación de las normativas 

europeas y llevan el marcado CE. 

サン=ルイ社の照明機器は、いずれもヨーロッパの規

定を遵守し、CEマークの認定を受けています。 

 تمع ضًٍ َطاق انهٕائح Louis-Saint      كّم أجٓضة اضاءة 

. CE      األٔسٔبٍت ٔتحًم عاليت 
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". غٍش يطابك"ٌُعتبش أي استعًال أٔ تشكٍب آخش .      انتشكٍب
 

 

 


